
◆2021年度（令和3年度）事業活動報告・収支決算報告を承認

◆2022年度（令和4年度）事業計画（案）・収支予算（案）を承認、決定

◆北海道支部会則及び内規の一部改正を承認、決定

◆支部役員の改選期による新役員の付議と承認

　2022年度の北海道支部通常総会は、７月12日（火）にホテル札幌ガーデンパレスで開催されました。

 ご来賓として、（株）JTBよりツーリズム事業本部　東日本地区　北海道事業部長の阿部　晃士様、

人事部人事チーム人事担当マネージャーの小林　慎弥様の２名の方にご出席を頂きました。

　開会に先立ち、前年度から本年度にかけての物故者・濱埜尚幸会員、新国友昭会員、永易郁子会員、 

佐藤耕一会員、戸田喜朗会員 への哀悼の意を込めて黙祷の後、司会進行の菅生理事より、「本総会は予め

ご案内のとおり、総会欠席の会員には書面による表決権の行使をお願いしており、６月末日現在の会員数は

204名、本日の出席者は41名、書面による表決権の行使者は１１８名、６月２５日迄に書面が到着しないものは

表決権を、支部長に白紙委任となり、本総会は成立しております。」  との総会成立報告後、ご来賓を紹介し

総会次第により進められました。

　はじめに、青島支部長より本総会へご出席頂いたご来賓の方々への御礼とコロナ禍により支部総会は過去

２年が書面開催となり３年ぶりでの実開催となった開会挨拶がされました。

　ご来賓２名の紹介後、青島支部長が議長となり議事に入り、『第1号議案』 2021年度（令和3年度）事業活動

報告・収支決算報告・監査報告が村川副支部長・宮本理事より報告され承認されました。

　次に『第2号議案』 2022年度（令和4年度）事業計画（案）・収支予算（案）を各担当理事より説明を行い承認

されました。『第３号議案』では、支部資料類の保存期間を定める支部会則・内規の改正が審議、承認されま

した。『第4号議案』の支部役員の改選は、茂木政雄選考委員長による、5月15日の電磁的開催の選考委員

会結果が議長より報告され、承認されました。

最後に、新入会員の紹介、寿齢者の紹介を行い、北海道支部通常総会を閉会しました。

総会後、ご来賓・出席者した会員、全員で「北海道支部設立50周年記念写真」を撮影した後、懇親会を開会。

　ご来賓の挨拶では、㈱JTB・阿部北海道事業部長様よりお客様紹介などへのＪＴＢへの謝意の後、昨年度の

北海道の決算の内容の説明と北海道の成績などについて簡単な説明がありました。

その後、阿部事業部長の祝杯で開宴し、余興として南米民族楽器奏者の福井岳郎夫妻の唄と祝賀演奏で

支部設立50周年記念祝賀会に華を添えて頂きました。各テーブルでは相互の近況が交わされ、和やかな

懇親の宴となりました。　中締めは、村川義次新支部長の一本締めでお開きとなりました。

青島　繁夫 安藤　廣 池田  清光 石川  義勝 井村　　孝 氏家　　甫

内田　光太郎 大島　博美 角田　季雄 鎌田　章行 川口　美智子 熊坂　満

黒田　秀徳 小林　博育 小森　堂男 佐々木　浩 佐々木　三枝 菅原　裕二

菅生　国明 高岡　泰子 高﨑　憲悦 田中　昭 田中　義昌 土田　秀樹

中田　正敏 永井　伸一 野澤　重喜 馬場　利吉 廣川　健司 本間　好明

三野　和夫 宮崎　和彦 宮本　武二 村川　義次 茂木  政雄 本    龍昭

桃井　明夫 山口　孝 吉川　廣司 吉澤　幸男 渡邊    廣 以上　会員４１名

（株）JTB ツーリズム事業本部　東日本地区　北海道事業部長 阿部　晃士様

人事部　人事チーム　人事担当マネージャー 小林　慎弥様

ツーリズム事業本部 仕入商品事業部北海道仕入販売部長 森下　勉 　様

（株）JTBビジネストランスフォーム 会計事業部長 山本　信 　様
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◆ 北海道支部通常総会　出席会員　（敬称略・あいうえお順）

◆ 北海道支部通常総会　ご来賓

 BOB会北海道支部だより  第200号 
JTBグループOB･OG会 北海道支部   2022.08.05

事務局：〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目1-2 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ札幌ﾋﾞﾙ8F ㈱JTB 札幌事務所内 TEL：011-222-4343  FAX：011-232-3737

≪　２０２２年度（令和４年度）BOB会支部通常総会　≫



青島支部長の挨拶

菅生理事の司会で、

2022年度支部通常総会の開会

50周年記念祝賀会・懇親会の前に、ご来賓及び出席者全員による記念撮影

- -2



祝賀会の

　司会の宮本理事

青島支部長の挨拶

阿部北海道事業部長の挨拶と

　　　祝杯の音頭で開演となりました

池田清光さん、青島繁夫さん 村川義次さん、山本会計事業部長 茂木政雄さん、永井伸一さん

渡邊廣さん、阿部事業部長、 山本会計事業部長 本間好明さん、井村孝さん

小林マネージャー 森下仕入販売部長
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内田光太郎さん、宮崎和彦さん、 鎌田章行さん、井村孝さん、本間好明さん

石川義勝さん、高崎憲悦さん

馬場利吉さん、 佐々木浩さん、大島博美さん、本　龍昭さん

青島繁夫さん、野澤重喜さん

山口孝さん、吉川廣司さん 熊坂満さん、小林博育さん、土田秀樹さん

三野和夫さん、黒田秀徳さん

大島博美さん、本　龍昭さん 中田正敏さん、桃井明夫さん
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井村孝さん、渡邊廣さん 馬場利吉さん、野澤重喜さん 廣川健司さん、角田季雄さん

山口孝さん、熊坂満さん、黒田秀徳さん 田中義昌さん、鎌田章行さん

熊坂満さん、田中昭さん 安藤廣さん、角田季雄さん 廣川健司さん、小森堂男さん

廣川健司さん、 宮本武二さん、吉澤幸男さん 高岡泰子さん、佐々木三枝さん、

菅生国明さん、菅原裕二さん 川口美智子さん

（福井ご夫妻のお嬢さん）

南米民族楽器奏者・

福井岳郎夫妻の唄と演奏を楽しみました
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新支部長の中締めの挨拶と

一本締めでお開きとなりました

ＢＯＢ会員・近況だより

支部総会案内の返信葉書で近況をお伺いしました。記載のあった近況を紹介します（敬称略・順不同）。

ライラック会 16名

淺川　敏雄 3年ぶりの実開催ですね。盛会を祈念申し上げます。今年は、４月に体調を崩しましたが、

今は元気に働いております。コレステロールに注意した生活を心がけています。

池田  清光 １月に運転免許証の返納手続きをしました。

井上　研一 コロナの長いトンネル、早く抜けきり、明るく生きたいものですね。

氏家　　甫 コロナ禍による生活環境の変化があり、日ごろの生活にも悪循環が生じ運動量の減少、

食欲の減退による体重の減少等があり、体調の衰えを感じている今日この頃です。

今は家庭菜園に力を入れ（トマト・カボチャ・豆）等を作りながら散歩をし体力向上に心が

けることにしました。並行して６月９月は病院に通い、車と同様、体のオーバーホールをし

体調を整えたいと思います。お互いに健康に気を付け元気にお過ごしくださるよう祈って

おります。

大久保 邦彦 役員の皆様におかれましては、常日頃ご苦労様でございます。本年の総会は欠席させ

ていただきます。心臓術後の診察日のためです。回答が遅れまして申し訳ございません。

大谷　光子 元気です。毎日野球のテレビ観戦で楽しんでいます。

大木　美智子 大変元気で自粛生活を頑張っています。今年札幌ドーム３回観戦⚾いたしました。

金子  唯雄 頭と足腰、眼の衰えを感じます。病院通いは増えてますが、気持ちは元気です。

川原　直行 「業病」にかかり、入院生活が２年近くなります。OB会が懐かしいです。

ご盛会をお祈りしています。皆皆様によろしくお伝えください。

佐々木　彰 元気にやっております。

関　裕紀子 年のせいでしょうか。あちこちと故障発生。毎週病院通いの日々です。

中村　正 ７月１２日は母の四十九日法要で、岡山県津山市に行っております。

二川   祖之 日々感染病対策に気を付け過ごしております。

福富　智夫 支部設立５０周年記念お祝い申し上げます。

都合により欠席しますがご盛会を祈念しております。

増井　俊昭 元気にしています。

丸屋  一枝 相応の毎日を過ごしております。コロナが早く収束してほしいものです。

はまなす会　12名

青木　哲朗 なんとかやっています。先輩の皆様長生きしてくださいね。川口さん　ゴルフ頑張って

ください。応援してます。

池田　正一 外出することはほとんどありませんが、元気でいます。

石原　洋介 盛会祈念
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上野　健児 膝関節痛いのに、薬飲みながらパークゴルフに浸ってます。

大島　博美 調子が良くないが、何とか元気を維持している毎日です。

岡本  勝彦 小用のため欠席いたします。開催をうれしく思います。盛会をお祈り申し上げます。

役員の皆様本当にご苦労様です。

笠井　静雄 元気です。がん手術後４年１０ケ月。

田中　志おり 運動やウオーキングに行ったりして元気に過ごしております。

虎谷　一秀 可もなく不可もなくコロナにもかからずまあまあの毎日を過ごしてます。

永江　元 あっちが痛いこっちが痛いと、いいながらなんとか日々無事に過ごしています。

欠席すみません。

成田　正徳 何とか元気にしております。

馬場　利吉 いろいろあるけど今のところ元気です。

すずらん会　25名

石川  義勝 日々元気に過ごしています。

猪俣　眞吉 外科・内科病院通いで大変ですが、元気で残り少ない人生を楽しんでいます。

井村　幸彦　　適度な刺激を受けながら仕事を通じ社会とのかかわりを持ちながら過ごしています。

内田　光太郎 変わらず元気にしています。

榎本　　博 頑張っています。

蛯原　宣子 元気です。なかなか参加できず残念です。皆様のご健康を祈ります。

上ケ嶋  桂一 足腰の衰えはありますが元気です。

北川　弘 何とか元気に過ごしております。

黒田　幸生 役員の皆様いつも大変お世話になりましてありがとうございます。私は元気にしております。

幸坂　勇三 元気です。

佐々木 慶造 月１回の通院と週２回の水中フィットネスで頑張っています。ご盛会を心よりお祈り申し

上げます

佐々木　幹人 支部設立５０周年おめでとうございます。

笹本　潤一 私用が入り欠席させていただきます。申し訳ありません。

下山　利幸 週２回DCCでスポーツです。

杉山　純次 元気に働いています。（おかげさまで）

髙橋　　勲 ハワイ在住の娘が10日間の里帰りの通知あり。3年ぶりの再開で感謝するとともに親子の

限りない会話づくりの原稿づくりに毎日没頭する毎日です。会員の皆様にお会いできま

せんが、ご健勝祈ります。

高谷  秀昭 おかげさまで元気に生活しております。

田中　昭 今のところまだ元気です！日々何となく平凡に暮らしています。

中村　洋幸 青島支部長ご苦労様でした。見事な支部運営だったと思います。素晴らしい後継者もで

きてよかったですね。落ち着いたらぜひ一献、、、。

永井　伸一 昨年３月末にてJTBを早期退職しました。その後職業訓練を経て某エネルギー関連の

会社に転職しましたが、気持ちよく働けず、、、、６月末で退職しました。　現在は自分と

妻の実家の片づけ（これが大変！）と大好きな旅にちょこちょこ出かけています。

野澤　重喜 南区の山坂の多い地域に住んでいるので、１日１万歩を目標にウオーキングに励んで

おります。

古田　和吉 盛会を祈念しています。大学の行事があり参加できません。忘年会を楽しみにしています。

三野　和夫 週１回の習い事とプールでのウオーキング、そして定期的な通院して元気にしております。

桃井　明夫 昨年5月胃がんが見つかり全摘手術、現在抗がん剤治療を受け佳松御苑に通勤して

おります。

山口　孝 昨年夏に急性胆のう炎で胆のうを摘出し、体重が30・40代のころに戻りました。

年相応に元気です。

こぶし会　23名

青柳　聰子 足腰が弱ってきて家に引きこもっております。

阿部　憲正 身体の調子が悪いため昨年（股関節）の手術をした。欠席します。

今泉　　司 コロナ禍で感染に注意して毎日を過ごしております。

井村　　孝 今年も畑で野菜作りに励んでいます。
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加藤　茂敏 元気にしています。役員の皆様いつもいつもご面倒掛けます。ありがとうございます。

神野　徹郎 非常勤として札幌国際大学で教えています。元気で頑張っています。

小林　博育 元気にしております。久しぶりに皆様にお会いできることを楽しみにしてコロナに負けずに

頑張ります。

近藤　憲満 コロナの早期終息を願う毎日です。

坂野　　稔 腰痛の長引きに苦しんでいます。

椎名　啓支 自宅の近くの公園に散歩することが日課となっています。

菅原　良雄 足腰がめっきり弱くなり鍛えています。

杉森　和夫 元気にしております。今回の総会には旅行に行く予定があり、欠席とさせていただきます。

鈴木 久美子 元気です！！

高﨑　憲悦 元気に過ごしております。

竹下　美津夫 ４月より再就職し、JTB時代はよかったと再認識しています。どうしても休みが取れず欠席

します。皆様の幸多からんことを祈ります。

長谷部 千昭 少し元気が出てきました。（コロナの波に・・・）

深坂　　勇 元気に過ごしています。

深坂  勇次 元気でおります。皆様によろしく。

村上　勝栄 日々健康に留意し過ごしています。

本　　 寛章 元気にやっています。今年こそは旅行できるかなと期待しています。

森山　光範 近くのパークゴルフ場のみで楽しんでいます。皆様お元気で！！

吉澤　幸男 ウオーキングや手話の勉強に励んでおります。

米田　輝満 元気でやっております。コロナ明けも期待される中で、世の中が動き出したことが実感され

ますね。

いさりび会　６名

犬島　康文 青島支部長、先日はお手数をかけありがとうございました。

打越  龍男 元気で過ごしております。

川上　和夫 元気です。

武内  秀夫 「何言ってるの」「そうじゃないでしょう」とテレビを相手に時事（爺）放談してます。

皆さんもボケ防止にどうぞ。

源　　正敏 元気です。

脇坂　重喜 元気です。

他・地区　8名

川崎市

吉川　廣司 在宅での緩和ケア治療中なので終日自宅でゴロゴロ。新入社員のころの添乗写真や

子供が生まれたころのアナログ写真をデジタル化したりフロッピーデスクやCDの写真を

取り出したり、結構忙しくしています。笑

帯広市

高岡　泰子 今年の３月から転職が決まり、充実した日々を過ごしています。

吉田  久子 今年は帯広ホコテン開催します。ボランティア活動頑張ってます。

生駒市

山本　一子 やっと旅行の予定を入れました。日本一周MSCで巡るクルーズで楽しみです。

今は、エアロ、水泳と忙しい毎日で元気にしております。

横浜市

大橋  政信 散策会も再開して元気に活動しています。「鎌倉殿の13人」で活躍中の畠山重忠が

当地ではブームとなっています。

成田市

加我　康民 成田に住み替えて早5年を経てコロナで落ち着かず、マイペースで暮らしています。

釧路市

酒井　滋章 元気に過ごしております。

糸島市

山﨑 美奈子 元気にしています。
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 7月22日（金）臨時理事会を開催

　 ７月12日支部通常総会・『第４号議案』で承認された新役員による臨時理事会を開催しました。

支部長候補として承認された村川義次さんを選出した後、各役員の担務を決定したほか、年間スケジュール

の確認・連絡網の打合せを行いました。

　尚、本総会をもって青島繁夫さん・菅生国明さん・菅原裕二さんが退任されました。永年に亘り支部活動に

ご尽力いただき誠にありがとうございました。

役職 役職

理事 理事

理事 理事

理事 理事

理事 理事

理事 理事

☆新任理事

同好会幹事　ゴルフ同好会：村川義次・パークゴルフ同好会：齋藤　勲　・囲碁同好会：山口　孝

顧問 青島　繁夫

阿部　晃士 ㈱ＪＴＢ　ツーリズム事業本部　東日本地区　北海道事業部長

幹事 小 林 慎弥 ㈱ＪＴＢ　人事部　人事チーム　人事担当マネージャー

支 部 長　 村川　義次

　７月１２日の支部通常総会での役員改選で支部長候補として承認いただき、２２日の臨時理事会におき

まして支部長に就任いたしました。4年前に理事に就任し、副支部長として微力ながら支部運営に携わらせ

て頂きました。

　支部設立５０周年記念行事はコロナ禍で2年越しの事業となりましたが先日無事に祝賀会も開催することが

できました。これからの新たな歴史に向けて、「会員相互の親睦」と「JTBグループへの支援」を引続き推し進

める為に微力ながら努力して参りたいと考えております。

会員の皆様には引続き支部運営に対してご支援とご協力をお願い申し上げます。

　最後になりますが、総会をもって退任されました青島支部長をはじめ、役員の皆様の長年にわたる支部活動

へのご尽力に感謝を申し上げ、就任の挨拶といたします。

前 支 部 長　  青島　繁夫

　７月１２日開催の支部通常総会を以って支部長を退任しました。

２０１０年に理事就任、２０１４年から副支部長、２０１８年より支部長拝命を受けました。

振り返ってみますと、２０１８年９月支部長就任直後の本部理事会で東京滞在中に胆振東部地震が発生、

全道ブラックアウトの停電と航空便欠航で帰札出来ずの支部長のスタートでした。

更に２０２０年２月以降は、新型コロナウィルス感染発生による行動自粛などBOB会行事も中止を余儀なく

されての２年間であり、胆振東部地震から新型コロナ禍での任期４年でした。

一方、理事１２年間では２０１１年の支部設立４０周年、２０２１年の支部設立５０周年の節目に係わることが

でき光栄でした。

今後は一会員としてBOB会活動に微力ながら協力させて頂きます。最後に１２年間ご支援・ご協力いただ

いた会員の皆様方、支部運営に尽力いただいた役員の皆様、並びに支部活動にご支援を頂いたJTB

グループ各社に感謝と御礼を申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。

有難うございました。

- -

総務・広報 ☆黒田　秀徳 親　睦 ☆山口　孝

経　理 宮本　武二 函館地区 土田　秀樹
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支部長就任挨拶

支部長退任挨拶

《 北海道支部新役員の担務決定　》

支部長 村川　義次 統括 親　睦 川口美智子

事務局 小森　堂男 親　睦

親　睦 佐々木三枝 監事 齋藤　勲

熊坂　満

ＢＯＢ会北海道支部　新役員名簿

担務 氏名 責任者 担務 氏名 責任者



 お客様紹介運動　 6月の実績速報

　6月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします。

今月は紹介者がいらっしゃらないという残念な結果でした。

※「JTBネット予約システム」での予約実績は。取扱件数と金額のみで人数は集約出来ません。

◆ 「ＪＴＢネット予約システム」でネット予約が可能となりました。

・JTBWeb予約サイトでの予約が、「BOB会お客様紹介運動」実績として集計が可能となりました。

るるぶトラベル・JTB国内宿泊・国内ダイナミックツア－・海外航空券＆ホテルなど予約

・BOB会HP内　⇒　北海道支部ページ　⇒　予約システム　よりBOB会員番号入力から予約。

ナイスギフト　6月の実績速報

　6月のナイスギフトの販売速報をお知らせします。

販売頂いた会員は、関　裕紀子さん２件、南口　忠光さん1件、池田　清光さん１件、岡本　勝彦さん１件、

蛯原　亘子さん１件、齋藤　勲さん１件でした。販売ご協力有難うございました。

＊『お客様紹介運動』、『ナイスギフト』 速報は、ＪＴＢｰＷebシステムに実績報告された集計です。

　　旅行の実績は、出発月ベース、 ナイスギフトは販売月ベースとなります。

　支部だより同封物のご案内

年間行事等一覧表（2022年度　改定版） 北海道支部連絡網（2022年度　改定版）

地区懇親会名簿   （2022年度　改定版）

BOB会オータムパーティの開催予告

　例年、8月開催の「サマーパーティー」を本年より9月「オータムパーティー」として開催を予定しております。

出欠については改めてご案内させて頂きます。

《オータムパーティーについて》

・日　時 ：　2022年9月29日(木）　　１８：００　開宴　

・会　場 ：　ホテル札幌ガーデンパレス　　　　４階　「平安の間」

札幌市中央区北１条西6丁目　　電話：011-261-5311

・会　費　　 ：　４,０００円　（当日、会場受付にて申し受けます）

《オータムパーティーの出欠について》

9月は支部だよりの発刊がありませんので、9月初旬に「新連絡網」を活用して出欠のご案内を致します。

・メールで連絡の会員の方へ　　⇒事務局よりメールにて出欠確認をご案内を致します。

・電話・FAXで連絡の会員の方へ⇒往復はがきにて出欠確認をご案内致します。

- -

円件 593,000 円 88.1 ％ △ 80,000

10

累計 22 件 146.7 ％ 7

6月 7 件 116.7 ％ 1

累計 4 件 400.0 ％

53.7 ％ △ 161,000 円件 187,000 円

6月 0 件 0.0 ％ 0 千円 0.0

件　数 販　売　額 （円）
前年比 前年良否 前年比

300.0 ％ 4 人 299 千円

前年良否

356.0 ％ 215

前年比 前年良否 前年比 前年良否

3 件 6 人

0 人 ％ 0

千円

％ 0件 0.0 千円人 0

　＝　ナイスギフト販売のご協力お願い　＝
お祝い・イベントの景品等々に、ナイスギフトのご利用をお願いします。

ナイスギフト券の購入で、デパート・ショッピングセンターでのお支払いにご協力をお願いします。

件　数 販　売　人　員 販　売　額 （千円）
前年比 前年良否



 B・OBゴルフ会　9月例会開催のご案内

・開　催　日 ：　６月１0日（木）9月15 日（木）

・開催場所 ： 札幌リージェントゴルフ倶楽部　新コース（セルフ＆カート）

〒061-1266　北広島市島松641番地　TEL　：　011-377-3111

・集合時間 ： ７時50分　（時間厳守)

・スタート時間 ：

・参加費 ： 1,000円（受付時に集金）

・プレー料金 ： 7,860円（６５歳～７０歳未満）

7,420円（70歳以上）

・参加申込 ： 9月1日（木）迄に、メール又はFAXでお申込み下さい

・会員登録制 ： 参加申込者はこちらで会員登録(年会費無料）をさせて頂き、

別途「運営要領」を送らせて頂きます。

・申込先 ： 村川義次（幹事）

 B・OBゴルフ会　10月例会開催のご案内

・開　催　日 ：　６月１0日（木）10月13日（水）

・開催場所 ： 札幌リージェントゴルフ倶楽部　トムソンコース（セルフ＆カート）

〒061-1266　北広島市三島462番地　TEL　：　011-376-4150

・集合時間 ： ７時50分　（時間厳守)

・スタート時間 ：

・参加費 ： 1,000円（受付時に集金）

・プレー料金 ： 7,700円（６５歳～７０歳未満）

7,140円（70歳以上）

・参加申込 ： 9月27日（木）迄に、メール又はFAXでお申込み下さい

・会員登録制 ： 参加申込者はこちらで会員登録(年会費無料）をさせて頂き、

別途「運営要領」を送らせて頂きます。

・申込先 ： 村川義次（幹事）

 BOB会・パークゴルフ同好会　9月開催のご案内

◎秋季開催
・開　催　日 ： ９月２２日（木）

・開催場所 ： 札幌パークゴルフ倶楽部　福移の杜・ライラックコース

〒002-8055　北海道札幌市北区篠路町福移154-3　TEL　：　011-374-8000

・集合時間　　： ９時００分（時間厳守） ・スタート時間 ：　９時３０分

・参　加　費　　： １，０００円（当日徴収）

・プレー料金　： ９００円

＊当日会員入会（無料）で８００円になります。

＊会員の方は会員カードを忘れずご持参ください

・参加申込　　： ９月８日（木）迄、電話又はメールにてお申し込み下さい。

・申込先 ： 齋藤　勲 

多数の参加をお待ちしております。

※コロナの感染状況により中止にさせていただく場合があります

- -11

8時35分

8時31分

（食事付）

（食事付）



 B・OBゴルフ会　7月例会開催の報告

 今年の夏は例年より気温が高く少し蒸し暑い日が続いていましたが、当日は晴れて爽やかな風が吹く

なかでのプレーとなりました。

　今月も6月例会と参加メンバーは同じですが、前回優勝した青島繁夫さんはHD7.2でBB賞。優勝はHD

36.0と隠しホールが上手くはまりNET70で2アンダーとなった小野田昭雄さんが獲得しました。準優勝は

ドライバーが好調でフェアウエーキープ率100％の川口美智子さんが獲得しました。

　当B・OBゴルフ会はいつでも参加可能ですので、是非皆様の参加をお待ちしております。

◆7/14(木）札幌リージェントゴルフ倶楽部　新コース

優勝の小野田さん 準優勝の川口さん

- -

87 12.0 75.0

16.8 73.2 17H

6 沼田　裕次 50 52 102 28.8

5 ３位

竹下　美津夫 42 45 87 7.2 79.8

7.2 78.8

12

104

11 BB賞 青島　繁夫 43 43 86

10 石川　義勝 49 53 102

12

8 南口　忠光 45 50 95 19.2 75.8 8H

24.0 78.0

26.4 77.69 ラッキー賞 村川　義次 54 50

沼田　雅夫 45 45 90

73.2

7 松野　高根 43 44

4 ２位 茂木　政雄 43 42 85 12.0 73.0 3H

3 １位 菅生　国明 43 44 87 14.4 72.6

2 準優勝 川口　美智子 52 48 100 28.8 71.2

1 優勝 小野田　昭雄 54 52 106 36.0 70.0

No 入賞 氏　名 OUT IN GRS HD NET ニアピン賞



 BOB会・パークゴルフ同好会　7月開催の報告

  2022年度春季パークゴルフ大会が輪厚国際パークゴルフ場久しぶりに開催されました。

6月23日に開催予定でしたが、あいにくの雨で中止となってしまい改めて7月21日開催いたしました。

当日は朝のうちは曇り気味でしたがだんだんと晴れ間がみえてきてさわやかな中でのプレーとなりました。

全員優勝目指しプレーに集中した結果、優勝は森山さん、準優勝は石川さんでした。

優勝の森山さんと

準優賞の石川さん

ＢOB会パークゴルフ歴代優勝者及び準優勝者

（敬称略）

　※2021年春季は開催を中止をしましたが、

　　 秋に追加で開催をいたしました。

- -

年度
優勝者 準優勝者

春季 秋季

優勝者 準優勝者

 加藤 冨美子  加藤 保昭 加藤 冨美子 森山 光範

森山 光範 池田 清光 池田 弘 長谷川 正昭

森山 光範 本間 好明 南口 忠光 森山 光範

長谷川 正昭 本　龍昭

159

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

森山 光範 上野 健児

開催中止 開催中止 開催中止 開催中止

上野 健児 廣川 健司 上野 健児 廣川 健司

森山 光範 石川 義勝 9月22日（木）開催予定

9 BB賞 菅生 国明

8 上野 健児 35 26 29 35 125 6 131

126

7 ラッキー賞 南口 忠光 29 33 36 30 128 128

6 本 龍昭 31 29 33 33 126

120

5 ３位 長谷川 正昭 28 31 30 33 122 122

4 ２位 廣川 健司 30 27 30 31 118 2

108

3 １位 菅原 裕二 27 29 30 30 116 116

2 準優勝 石川 義勝 28 23 30 27 108

NET

1 優勝 森山 光範 26 28 28 24 106 106

No 入賞 氏　名 A B C D GRS HDC

13

37 38 46 38 159


